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災害廃棄物の仮置き場は（
「第１ヤード」と称した。）
、

こ の 災 害 で 発 生 し た 災 害 廃 棄 物 は、 ２ 町 合 計 で 約
９万５千ｔ、処理費用は約１２億２千５百万円を要しま

８ｈａの用地でありましたが種別毎でも２０ｍ位に積み

した。その時は、混乱により分別収集はせず、仮置き場

上がっていました。第１ヤードだけでは足りないことは
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明白でした。３００ｍ東側に１２ｈａの港湾施設用地が

ました。

未利用地としてあったので再度、県から借り受け（
「第

震災廃棄物処理経費は全額、国負担にすることになり

２ヤード」と称した。
）
、また、野蒜地区の災害廃棄物を

ました。「国で全額負担するということは全国民が負担

大曲浜地区へ運搬するのに時間を要していたことから、

する」ということなので、本市では平成１５年の災害を

被災を受け使用不能となっていた野蒜地区にあった市の

教訓に３年間しか稼働しない大型プラントの導入、廃棄

運動公園（公園名の「バウンズ」と称した。
）の使用と

物処理にしか使用しない重機器類の導入は行わない方針

隣接する県の少年自然の家の広場への搬入も了解を得ま

で、リサイクルの徹底で再生資材の確保と被災者雇用に

した。

よる被災者自立への誘導を図り１円でも無駄にしない、

９月から破砕機を配備し石類は第１ヤードで、木材は

１円でも削減する取り組みを選択いたしました。

第２ヤードで破砕を開始しました。土砂は穴を堀り天水

最初の１年で２３２億円の想定費用を１６９億円に

（雨水）で除塩と不純物を取り除き（５回工程）、２％程

し、６３億円を削減。２３年～２６年４カ年の事業費は

度のセメントを混合して再生土としています。また、ヘ

６４５億円と見込んでいたが、５８８億円で完了、９％

ドロ混じりで分別できなかった混合物はトロンメル（遠

にあたる５７億円を削減することができました。

心分離機）やフィンガースクリーン（分別機械）で土砂、
石類、木材、プラスチック類に分別、機械で分別できな 【おわりに】
い混合物は人力による手作業で更に細かく１９品目に分

東日本大震災被災以降、全国及び世界各国から多くの

別するこにしました。どうしても焼却処分しなければな

お見舞い、ご支援を頂きました。未曽有の大被害で無我

らないのは、漁網、ヘドロで濡れた布団、畳、再利用で

夢中で瓦礫処理と復興に今日まで対応してまいりまし

きないプラスチック類で、
本市で発生した災害廃棄物（可

た。

燃・不燃物）量の３％です。これ等は破砕した後に宮城

紙面をお借りし改めて感謝申し上げます。あの日から

県に焼却処分を委託しました。

５年３カ月が経過しましたが本格的な復旧・復興はこれ
からで、１０年を目途としております。皆様への恩返し
は必ず復興し、
「被災以前より良い街」になった。「支援
したから復興できた」と言われるよう精進してまいりま
す。甘える訳ではありませんが今後共ご支援、ご指導を
お願いしおわりといたします。

手選別で19品目に分別しています

本市の災害廃棄物処理業務には毎日１，５００人が従
事していました。うち９００人が震災で職を失ったり、
解雇、就職取り消し、被災で生業の農業、漁業に従事で
きない方々です。家族を失い、家や財産が無くなった方、
仮設住宅で不自由な生活を余儀なくされている方も多数
おりました。その人たちは「いつまでも悲しんでばかり
いられない。生かされた者として、生き延びた者として
自立することが大事」と言われました。
「ガレキの山を
見ると３．１１を思い出す。早く片付けたい」
、
「私たち
でも復興の役にたってますよね」とも言われました。胸
に熱いものが込み上げました。
このような被災者と東松島市建設業協会加入４２社の
協力により、リサイクル率９７％を記録することが出来
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